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No コース名 企業名 代表者名 事業概要

1
北米西海岸
コース

株式会社Artrigger 堺谷 円香 ブロックチェーン技術を活用したサービスの企画・開発・運用

2
北米西海岸
コース

株式会社インフォステラ 倉原 直美
柔軟性と拡張性に優れたクラウドベースの地上局プラットフォーム
「StellarStation」の運営

3
北米西海岸
コース

株式会社OPExPARK 本田 泰教 手術データを活用し医師の判断を視える化するプロダクトの開発

4
北米西海岸
コース

THEY OWN Lily Okamoto 地球と使う人に寄り添った生理用品の開発

5
北米西海岸
コース

株式会社bajji 小林 慎和
ワンタップで手軽にメンタルケアができることを目指したセルフケア
アプリの提供

6
北米西海岸
コース

bitBiome株式会社 藤岡 直
微生物のゲノム情報をたった１つの細胞から高精度に解読すること
が可能なプラットフォーム「bit-MAP®」の提供

7
北米西海岸
コース

ラトナ株式会社 大田和 響子
AI・IoTのプラットフォーム提供によりエッジデバイスでの高速・安全
なデータ処理を加速するサービスの提供

8
北米西海岸
コース

ScientistPage株式会社 Tyagi Shashank 研究者の研究成果を世の中に広めるサービスを提供

9
北米東海岸
コース

EAGLYS株式会社 今林 広樹
データを常時秘匿化したまま、共有・検索・分析やAI解析が可能な
「DataArmor®」シリーズの提供

10
北米東海岸
コース

株式会社Zenport 太田 文行
海外との発注/輸送/生産業務の複雑なやり取りを半減するオープ
ンプラットフォームの提供

11
北米東海岸
コース

株式会社ニューロープ 酒井 聡
ファッション特化のAI 「#CBK scnnr」を用いたトレンド分析・需要予
測・リコメンデーションなどを法人向けにSaaS提供

12
北米東海岸
コース

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 中西 敦士
臓器の変化・動きを安全・安価に可視化する超音波ウェアラブルセ
ンサーの開発

13
北米東海岸
コース

Graffity株式会社 森本 俊亨 ARバトルの開発、提供

14
北米東海岸
コース

株式会社ONE ACT 浅野 裕亮
AIによる動的価格管理を備えた世界初のソースコード取引所
「PieceX」を開発運営

15
北米東海岸
コース

株式会社Spider Labs 大月 聡子
アドフラウド対策や不正検知を行える、自動化・非属人化に特化し
た、アドフラウド（広告詐欺）対策ツール、Spider AFの開発

16
北米東海岸
コース

株式会社ZWEISPACE JAPAN 亀田 勇人 AI xBlockchainを利用したサービス「Zweispace」の提供

17 深センコース 株式会社I’m beside you 神谷 渉三
オンラインコミュニケーションをマルチモーダル AIで解析し、質の
高いコミュニケーションを創り出すBtoB SaaSの提供

18 深センコース インスタリム株式会社 徳島 泰
義肢装具を購入することができない人に対し、これまでにない低価
格・高品質な３Dプリント義肢装具の提供

19 深センコース 株式会社Water X Technologies 中山 裕司 トイレットペーパーを必要としない新しい温水洗浄便座の開発

20 深センコース 株式会社MK PLUS 黒川 和祐
通常の500倍の速度で充電可能なバナジウムレッドクス全固体電池
を提供

21 深センコース Gatebox株式会社 武地 実
好きなキャラクターと一緒に暮らすためのキャラクター召喚装置
「Gatebox」の開発・販売

22 深センコース 株式会社Samaria 山﨑 優子
豊富なクリエイターを生かし、広告という企業と親和性のある切り口
で、漫画・アニメを世界中に広める事業を展開

23 深センコース 株式会社スマートシティ技術研究所 薛 凱 次世代型の道路管理プラットフォーム「GLOCAL-EYEZ」の提供
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24 深センコース 株式会社セツロテック 竹澤 慎一郎
効率的かつ安定的なゲノム編集法「GEEP法」および「VIKING法」
によるゲノム編集受託サービスの提供

25 深センコース 株式会社Zenport 太田 文行
国際間での発注/生産/輸送業務の複雑なやり取りを半減するオー
プンプラットフォームを提供

26 深センコース Haloworld株式会社 司馬 天風
ロボット自律移動技術「ReFRO」の開発、建設・不動産・災害現場な
どのDX化促進のための3Dスキャナー「BeTHERE」の開発

27 深センコース ハローライト株式会社 鳥居 暁
たった一つの電球で不幸をなくせる社会を目指し、最新テクノロ
ジーによるSIM内蔵の電球の開発

28 深センコース 株式会社Fun Group 三木 健司
世界中の旅行者に対して海外現地オプショナルツアーや観光体
験の企画・運営

29 深センコース レスク株式会社 鈴木 大介
ICTシステム、ビッグデータ及び、予測アルゴリズムを高度に駆使し
たバッテリープラットフォームによる、バッテリーシェアリングの普及

30
シンガポール
コース

株式会社デンタルアシスト 松本 直純
独自の最先端コンピュータモデリング技術を駆使し、患者様一人ひ
とりの歯型にあったアライナー矯正の製造・販売

31
シンガポール
コース

Lizuna株式会社 Jason Sio オンライン不正注文からECビジネスを保護するサービスを提供

32
シンガポール
コース

株式会社RevComm 会田 武史
電話営業やコールセンター業務を人工知能で解析、可視化して生
産性を飛躍させる「MiiTel」の開発・提供

33
シンガポール
コース

レスク株式会社 鈴木 大介
ICTシステム、ビッグデータ及び、予測アルゴリズムを高度に駆使し
たバッテリープラットフォームによる、バッテリーシェアリングの普及

34
シンガポール
コース

株式会社GINKAN 神谷 知愛 トークンエコノミー型グルメSNS「シンクロライフ」の運営

35
シンガポール
コース

GAOGAO株式会社 手島 拓也
起業や新規事業の0→1開発特化、スタートアップスタジオとしてコ
ンサルから持続可能なMVP開発のエンジニアチームを提供

36
シンガポール
コース

エーアイ・コムーニス株式会社 鈴木 信彦
自社製音声認識エンジンを活用した次世代のAI×人間のコミュニ
ケーションサービスの提供

37
シンガポール
コース

株式会社クォンタムオペレーション 加藤 和磨 世界初となる連続測定可能な非侵襲血糖計の開発

38
シンガポール
コース

株式会社TRUSTDOCK 千葉 孝浩
日本で唯一のeKYC全対応のデジタル身分証アプリ
「TRUSTDOCK」の提供、KYC＆AMLの業務プロセスの提供

39
シンガポール
コース

株式会社キアラ 石井 大輔
SlackやEmailのプラグインとしてリアルタイムでの100ヶ国語翻訳
ツール「Kiara」の開発・販売

40 ドイツコース 株式会社INDETAIL 坪井 大輔
地域やコミュニティが抱える課題に対して、その解決のための新規
事業を創出

41 ドイツコース EAGLYS株式会社 今林 広樹
データを常時秘匿化したまま、共有・検索・分析やAI解析が可能な
「DataArmor®」シリーズの提供

42 ドイツコース 株式会社エイシング 出澤 純一
極軽量（数KB～メモリでの動作）/クラウド接続不要で学習・予測・
追加学習/高精度/高速計算を可能とした機械制御特化型エッジ
AIの提供

43 ドイツコース XPAND株式会社 南木 徹
QRコードと併用できるスマートフォン用の新しい超非接触リンク
ツール「XPANDコード」の開発

44 ドイツコース APB株式会社 堀江 英明
バイポーラ積層型のリチウムイオン電池である全樹脂電池の製造
及び販売

45 ドイツコース 株式会社コーピー 山元 浩平
高い信頼性が要求されるミッション/セーフティクリティカル領域に
AI を導入するためのソリューションの開発

46 ドイツコース 株式会社シェアリングエネルギー 古賀 恵美子
太陽光発電システムの第三者所有モデル「シェアでんき」を主に戸
建てユーザーに提供
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47 ドイツコース 株式会社16Lab 木島 晃
万能型のコントローラー兼万能型の認証端末として利用できる世界
最小のIoT/ウェアラブル用モジュールの開発

48 ドイツコース GSアライアンス株式会社 森 良平 環境、エネルギー分野に特化した最先端材料、技術の研究開発

49 ドイツコース つくばテクノロジー株式会社 王 波 産業向け非破壊検査装置の開発・製造・販売

50 ドイツコース PicoCELA株式会社 古川 浩 法人向けWiFiメッシュの開発・販売

51 ドイツコース PJP Eye株式会社
仁科 浩明
小山　淳

世界で唯一！植物由来の炭素を活用したサステナブルなカーボン
バッテリー「Cambrian™」

52
Web Summit
コース

アナウト株式会社 小林 直
外科医療における手術支援のための人工知能を活用したソフト
ウェアの開発

53
Web Summit
コース

XPAND株式会社 南木 徹
QRコードと併用できるスマートフォン用の新しい超非接触リンク
ツール「XPANDコード」の開発

54
Web Summit
コース

株式会社Dream Drive
ジャレド・カンピョ
ン・オーダス

ハイエンドのバンコンバージョン・キャンピングカーレンタル事業を
展開し、理想的な移動式宿泊スペースを提供

55
Web Summit
コース

株式会社コーピー 山元 浩平
高い信頼性が要求されるミッション/セーフティクリティカル領域に
AI を導入するためのソリューションの開発

56
Web Summit
コース

株式会社Zenport 太田 文行
海外との発注/輸送/生産業務の複雑なやり取りを半減するオープ
ンプラットフォームを提供

57
Web Summit
コース

株式会社天地人 櫻庭 康人
衛星データに様々なデータとAIを組み合わせて土地を評価する
「天地人コンパス」を農業、不動産等に提供

58
Web Summit
コース

株式会社bajji 小林 慎和
ワンタップで手軽にメンタルケアができることを目指したセルフケア
アプリの提供

59
Web Summit
コース

株式会社Bisu ダニエル マグス 日々の健康を見える化する在宅用尿検査装置

60
Web Summit
コース

PJP Eye株式会社
仁科 浩明
小山　淳

世界で唯一！植物由来の炭素を活用したサステナブルなカーボン
バッテリー「Cambrian™」

61
Web Summit
コース

プラスマン合同会社 大塚 裕次朗
医用画像ディープラーニングを中心にAI医療機器事業及びAI創
薬事業を展開

62
Web Summit
コース

株式会社I’m beside you 神谷 渉三
オンラインコミュニケーションをマルチモーダル AIで解析し、質の
高いコミュニケーションを創り出すBtoB SaaSの提供


